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議案第１号  

平成２９年度気仙沼市教育功績者の表彰について  

 別紙のとおり決定する。  

 

 

  平成２９年１０月１８日提出  

 

 

 

気仙沼市教育委員会  

教育長  齋  藤  益  男  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由  

  気仙沼市教育委員会教育長に対する事務委任規則第２条第１項の規

定により，教育委員会の議決を必要とするためである。  
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教育長一般事務報告第１号資料  

 

第９２回市議会（定例会）一般質問について 

 

議席 

番号 
会派等及び氏名 一般質問の概要 答弁の概要 

5 新風の会 

及川善賢議員 

2 小・中学校の水泳授業

とプール建設の必要

性について 

(1)震災後の泳げる児

童，生徒の割合につい

て 

（教育長答弁） 

震災前の資料を持ち合わせていないため震

災前後の比較はできませんが，現在，市内の

中学校では，25ｍ以上を泳げる生徒は，生徒

全体の 72％であります。 

市内の小学 6 年生で 25ｍ以上を泳げる児童

は，約 80％と中学生の比率より高く，夏休み

の水泳教室による泳力向上の取組や，スイミ

ングスクールの再開など，水に親しむ機会が

増加したためと考えております。 

(2)震災後の水泳授業の

在り方について 

（教育長答弁） 

水泳の授業は，震災後も学習指導要領に則

して指導しており，小学校の第 1･2 学年の「水

遊び」，第 3･4 学年の「浮く，泳ぐ運動」を経

て，第 5･6 学年で「水泳」としてクロールや

平泳ぎを取り上げ，25ｍ～50ｍ程度を目安と

して，続けて長く泳ぐことができるように指

導しております。 

中学校では，第 1･2 学年において「クロー

ル，平泳ぎ，背泳ぎ，バタフライの中から，

クロール又は平泳ぎを含む 2 つの泳法を選択

して履修できるようにすること」といった内

容になっており，第 3 学年では「複数の泳法

で泳ぐこと，又はリレーをすること」と示さ

れ，段階的かつ継続的な指導が重要な運動で

あります。 

体育の授業のほかに，水泳の得意な子ども

たちを中心に，小学校では，市内水泳大会の

練習が各学校のプールで，中学校では，中総

体の水泳競技に向けた練習がプールのある学

校に出向いて，それぞれ行われているほか，

夏季休業中には，泳力向上を目指した水泳教
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議席 

番号 
会派等及び氏名 一般質問の概要 答弁の概要 

室が，市内小学校の 4 分の 3 にあたる 12校で

実施されております。 

海で泳ぐ行事については，大島小学校が，

小田の浜で行う「海に親しむ集い」において，

海浜清掃や砂の造形展に併せて，水遊びを実

施しております。 

震災後，海辺での活動を再開させた学校は

他にありますが，安全面での配慮が必要なこ

とから，水遊びや海での水泳を実施する学校

は，現在，大島小学校 1校のみであります。 

着衣したままの水泳である「着衣泳」につ

いては，「着衣のまま水に落ちた場合の対処の

仕方について，各学校の実態に応じて取り扱

うこと」と学習指導要領に記されており，本

市においては，すべての小学校で実施し，中

学校では大島中学校で実施しております。 

  (3)小・中学校における

プール建設の必要性

について 

（教育長答弁） 

未設置となっている中学校へのプール建設

の必要性，特に本吉地域にプールのある中学

校がない実情は理解しております。 

一方で，現在は，被災した教育施設の復旧

及び緊急度の高い学校施設の改修，修繕等を

最優先に取り組んでいるところであります。 

今後，中学校のプールを含めた学校施設の

整備については，義務教育環境整備計画との

整合性を保ちながら，市内の各学校施設の現

状を踏まえ検討して参ります。 

16 新風の会 

臼井真人議員 

3 屋外運動施設の復旧

について 

(1)市営野球場の復旧方

針について 

（教育長答弁） 

現在設置されている仮設住宅の入居者の退

去を平成 30 年 9 月，復旧完了を平成 31 年 3

月末までと予定しておりました。 

一方で，宮城県からは，野球場のグラウンド

復旧には，解体から約 1 年の期間が必要であ

ると示されたことから，具体的なスケジュー

ルについて，今後調整してまいります。教育

委員会としましては，入居者退去後に復旧整
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議席 

番号 
会派等及び氏名 一般質問の概要 答弁の概要 

備を開始することとしております。 

市営野球場は，仮設住宅設置後 6年余りの期

間，野球場としての使用ができず，メンテナ

ンス等も行っていないことから，スタンドや

ベンチ，本部室等の改修が必要な状況となっ

ております。宮城県が示す原形復旧の範囲で

は不十分と考え，復興交付金事業の活用など

について復興庁へ要望してまいります。 

なお，市営野球場は本市野球愛好者の中核

施設であることから，今後，早い機会に，復

旧・整備に向けて，利用団体・関係者の方々

と意見交換を行いたいと考えております。 

  (2)南気仙沼復興市民広

場と中央公民館南広

場の整備方針と活用

について 

（教育長答弁） 

南気仙沼復興市民広場及び中央公民館南広

場は復興交付金事業で基盤整備を行い，平成

32 年度までの完了に向けて事業を進めており

ます。 

基盤整備後の施設としましては，運動施設の

あり方検討委員会からの提言を踏まえ，復興

市民広場は，サッカー，ラグビー，パークゴ

ルフもできる多目的な広場として，また，中

央公民館南広場については，旧南運動広場の

使用状況を考慮し，野球での利用についても

検討してまいります。一方，財源については，

国の支援の範囲も定まっていないことから，

今後，あらゆる可能性を追求してまいります。 

また，夜間照明施設については，被災前の施

設の復旧や利便性向上のために必要な施設で

ありますことから，このエリア全体の運動施

設整備と合わせ，スポーツ振興くじの助成等

による財源確保を検討してまいります。 

施設管理については，南気仙沼エリアのみな

らず市全体の体育施設の管理運営を視野に関

係団体等と協議し，より良い方策を検討して

まいります。 
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議席 

番号 
会派等及び氏名 一般質問の概要 答弁の概要 

17 無所属 

髙橋清男議員 

3 教育行政について （教育長答弁） 

大谷中学校の体育館建設については，義務教

育環境整備計画との整合性を保つ必要がある

ため建設は難しい状況にあります。 

また，昨年 11月に大谷教育環境整備検討委

員会外 6 団体から市議会に提出された，体育

館建設に係る請願が「趣旨採択」となった結

果も参酌すべきと考えます。 

一方で，築後 53年が経過している現在の体

育館の老朽化は著しく，耐震化も図られてい

ない現状から，生徒の安全性の確保は喫緊の

課題となっております。 

今後，現在の状況から，耐震工事と一部のト

イレ整備を含め，緊急に必要な整備をする予

定としており，その旨，保護者や地域並びに

関係団体に説明してまいります。 

11 公明党 

村上進議員 

1 教育について 

(1)「やさしく読みやす

い LL ブック」を特別

支援学級・各小中学校

に周知すること及び

学校図書館への配置

について 

（教育長答弁） 

LL ブックの学校図書館への配置について

は，平成 28 年 11月 29日付けで文部科学省か

ら通知のあった「学校図書館の整備充実につ

いて」の中の「学校図書館ガイドライン」で

示されており，市内小中学校には同年 12 月 5

日付けで周知しているところであります。 

ガイドラインでは，図書館資料として，「発

達障害を含む障害のある児童生徒や日本語能

力に応じた支援を必要とする児童生徒の自立

や社会参画に向けた主体的な取組を支援する

観点から，児童生徒の一人一人の教育的ニー

ズに応じた様々な形態の図書館資料を充実さ

せることが望ましい。」とあり，点字図書や音

声図書などとともに LLブックが例示されてお

ります。 

市内小中学校の現状を見ますと，現在，LL

ブックを学校図書館や特別支援学級に置いて

いる学校はありませんが，今後，導入する予

定がある学校は小学校 1 校，中学校 2 校であ
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議席 

番号 
会派等及び氏名 一般質問の概要 答弁の概要 

り，導入を検討している学校は小学校 4 校，

中学校 2 校であります。 

教育委員会としましては，障害のある児童生

徒と障害のない児童生徒が共に学ぶインクル

ーシブ教育システム構築を推進する立場から

も，引き続き LLブックをはじめ様々な形態の

学校図書資料の充実に努めて参ります。 

  (2) 市図書館における

福祉機能を果たすやさ

しく読みやすい本「LL

ブック」コーナーの設置

により，子どもたちの豊

かな心を育む考えにつ

いて 

（教育長答弁） 

LL ブックとして出版もしくは分類されてい

る図書資料の，本市図書館における現時点で

の蔵書数は 9 冊で，LL ブックに特化したコー

ナー展示は行っておりませんが，LL ブックも

含め，日本語支援，大活字本や点字本，朗読

CD，字幕付き DVD など，広くバリアフリーを

意識したコーナー作りや図書資料の購入を行

っております。 

来年に開館を予定している新気仙沼図書館

においても，児童図書エリアにおけるコーナ

ー展示のひとつとして LLブックの展示を行う

ほか，指さし会話のための絵や文字によるコ

ミュニケーションボードの使用，視覚に障害

をお持ちの方や発達障害の方の読書を補助す

るリーディングトラッカーの貸出など，バリ

アフリーを意識したサービスの充実に努めて

まいります。 

9 日本共産党 

秋山善治郎議員 

1 市民要望から 

(1)パークゴルフ場の開

設見通し 

（市長答弁） 

パークゴルフ協会からの要望事項を踏まえ

た，運動施設の在り方検討委員会からの提言

により，現在，南気仙沼復興市民広場内への

整備を検討しております。また，宮城いきい

き学園気仙沼・本吉校同窓会から，早期新設

を求める陳情をいただいた際には，南気仙沼

復興市民広場内の外周に，限られた面積の中

で，9 ないし 18 ホールを設置することは可能

であるものの，財源の見通しが立っていない

ことから，愛好者の方々にも健康づくりを兼
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議席 

番号 
会派等及び氏名 一般質問の概要 答弁の概要 

ねてコース整備の協力を検討出来ないか，お

願いしたところであります。 

なお，コースや付帯施設の整備に係る財源に

つきましては，別途スポーツ振興くじの助成

等，幅広く検討してまいります。 

さらに，階上地区において，市内の民間企業

が開設に向けた検討を進めており，運営の方

法として，地元とのタイアップを考えている

ことから，市といたしましても，今後の進捗

に合わせ，積極的に支援策を探ってまいりま

す。 

  (2)教育環境整備 

①「小規模校だと，どの

ような教育に悪い影響

が有るのか。科学的デー

タを示してくれ。」との

質問にオーソライズさ

れた教育学的所見を示

して下さい。 

（教育長答弁） 

義務教育環境整備計画は，これまで当局外

の方々や専門家の参画のもと，答申を得るな

ど，一般的に適切と考えられる手順を踏み，

策定されたものであります。 

科学的データは数字的にはありませんが，

広く共有されているエリクソンの発達課題と

いう理論があります。そこでは，成人になっ

たとき勤勉に生きていくためには，小学生時

代の子どもは，同時代の仲間と，その時代，

その社会の道具や知識や日々の体験を，分か

ち合いながら生きることの大切さを強調して

おります。友達からものを学び，友達にもの

を教えるという体験の豊富さが，勤勉性の基

盤としております。    

できるだけ多くのさまざまなタイプの友達

をもっている児童生徒は，多様なものの見

方・考え方ができる可能性があると言われて

おり，義務教育環境整備計画の理論的背景と

なっております。 

  ②「統合反対論者は，子

どもを犠牲にしている」

との決めつけは，地域住

民や保護者の心を傷つ

けています。伝統や歴史

（教育長答弁） 

第 91回市議会定例会一般質問に対する答弁

の中で，「学校は地域の宝との概念を大切にす

るあまり，子供を犠牲にしてしまう可能性が

ある」と申しあげたところであります。 
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議席 

番号 
会派等及び氏名 一般質問の概要 答弁の概要 

を引き継ぎ，地域に生き

る市民を独善者扱いに

する考えは撤回すべき

ではありませんか。 

これは，地域の方々が学校という施設を，

長年，地域の中核として位置付け，今後もそ

うあってほしいとの願望が強いことにより，

子どもたちが経験すべき経験を得られないこ

とに対する懸念を意味するものであります。 

過小規模校には，少人数であることから，

きめ細かな指導ができたり，特別活動におけ

る活躍の場面が増えたりするというメリット

があります。 

しかし，児童期は，多くの仲間とふれ合い，

切磋琢磨することを通して成長していくもの

と考えております。 

菅原市長も 6月 26 日，28日の 2日間，月立

小学校，水梨小学校，並びに比較として気仙

沼小学校の授業を視察し，その感想として，

少人数の良さが発揮される場面もあるが，今

回の視察を通して，子どもたちにとっては多

様な同級生といっぱい触れることが最大の価

値であり，一定の学級規模の維持は必要であ

る。その上で，少人数を否定せず，その良さ

も意識しながら，子どもたちが経験すべき経

験を得られる環境を整えることが重要である

と述べております。 

そこで，過小規模校の保護者や地域の方々

には，標準規模の学校の視察をしていただき

まして，小規模校のよさを発揮でき，保護者

の不安を解消し，学校統合への期待を抱くよ

うな提案を地域懇談会で行っていきたいと考

えております。 

  ③少子化時代を憂える

のではなく教育環境が

整ったと喜ぶ学校運営

に舵を切り替えません

か。日本で一番住みたく

なるまちづくりを進め，

コンパクトシティは目

（教育長答弁） 

義務教育環境整備計画の第 2 段階対象校に

おいては，これまでも述べてまいりましたよ

うに，過小規模校ならではのメリットもあり

ますが，児童・生徒の減少が進行する中，教

育の機会均等，水準の維持・向上のためには，

学校の適正規模・適正配置が必要であると考
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議席 

番号 
会派等及び氏名 一般質問の概要 答弁の概要 

指さない当市の考えを

教育環境整備に反映さ

せるべきです。教育懇談

会を踏まえて次年度の

統合は無理だと判断し

ないのですか。 

えます。 

第 2 段階対象校である月立小，水梨小にお

ける「地域懇談会を踏まえての次年度の統合」

については，保護者や地域住民の理解が得ら

れていない現状であり，大変厳しい状況では

ありますが，引き続き統合の必要性を丁寧に

説明してまいります。 

また，先の 6 月議会以降の水梨小，月立小

の地域懇談会を休日に開催し，参加しやすい

環境づくりに努めたところではありますが，

地域懇談会の持ち方ひとつをとりましても，

まだ改善の余地があると考えており，その他

にも地域の方々のご理解をいただく方法とし

てどのようなことがあるのかを，これまでの

地域懇談会でのご意見なども参考にしなが

ら，謙虚に考えてまいります。 

3 未来 

菅原雄治議員 

1 小原木公民館を拠点

とした「小規模多機能

自治」の推進を 

(3)小原木公民館の新た

な可能性 

（市長答弁） 

現公民館は，本市が旧小原木中学校の跡地利

用を検討する過程で，地元から要望があがり，

同校同窓会との話し合いを経て開設に至った

ものであります。 

前身が中学校である同施設は，他の公民館に

無い，広い体育館やグラウンドを有している

ことから，他の地区も絡めたイベントの開催

や，スケールメリットを活かした新たな企画

について，地区の皆様や利用者の意見を伺い

ながら，チャレンジしてまいります。 

2 月立地区をモデルと

した「里地里山における

新たな共同利用」につい

て 

(3)月立小学校旧校舎の

活用戦略は 

（市長答弁） 

月立小学校旧校舎は大正時代に建てられた

木造校舎で，当時の学校建築の典型として貴

重なことから国の登録有形文化財に登録され

ております。 

同校舎は，平成 18年の 1学期まで現役校舎

として使用しておりましたが，その後は平成

19 年 2 月にスローフードフェスティバルの会

場として使用し，地元食材を使った料理の提
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議席 

番号 
会派等及び氏名 一般質問の概要 答弁の概要 

供やパネルディスカッションの開催などが行

われましたが，それ以降は，市としては戦略

的な活用には至っておらず，八瀬・森の学校

のメンバーによるそば打ち体験や地元の方々

による体験旅行の受け入れ会場として利用さ

れております。 

今後の活用につきましては，建物の一部に

老朽化に伴う破損も見られることから，まず

は建築士による診断を行いたいと考えており

ます。そのうえで現に活用している方やこれ

まで活用してきた方々も含め，多くの先進事

例を学びながら検討する場をつくっていきた

いと考えております。 
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○地方教育行政功労者表彰について

○平成２９年度地方教育行政功労者被表彰者及び表彰式

※

表彰式 日　時 平成２９年１０月１３日（金）　１２時２０分から

場　所 文部科学省講堂　

（参考）

平成２９年度被表彰者

（１）都道府県・指定都市教育委員会関係 名

（２）市町村教育委員会関係 名

合　計 名

１４１

１６５

平成２９年度地方教育行政功労者表彰の決定について

被表彰者 主要経歴

前　気仙沼市教育委員会教育長
白　幡　勝　美　氏

（平成２０年５月２５日～平成２８年５月２４日：２期８年）

地方教育行政において，その功労が特に顕著な教育委員会の委員または教育長

を，毎年度，文部科学大臣が表彰し，その功に報いるとともに，地方教育行政の発

展に資することを目的とするものです。

本市関係者の受賞は，平成２３年度の鈴木かつみ氏（元気仙沼市教育委員会

委員）以来となります。

２４

教育長一般事務報告第２号資料 
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○平成２９年度宮城県教育功績者表彰

表彰式 日　時 平成２９年１１月６日（月）　午後２時３０分から

場　所 宮城県庁行政庁舎　２階講堂　

平成２９年度宮城県教育功績者表彰の決定について

功労区分

学校教育

主要経歴

現　気仙沼市立津谷小学校長

被表彰者

菅 原　祥 顕　氏

教育長一般事務報告第３号資料 
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平成２９年度宮城県青年地域活動促進事業 

気仙沼教育事務所管内地方青年文化祭 

「わくわくキッズ☆ランド２０１７」について 
 
１ 趣 旨 

気仙沼・南三陸地方の青年の企画・立案により，地域性を生かしてジュニア・リーダ

ーや青年団体を交えたイベントを開催し，地域住民との交流をとおして，青年活動の活

性化と豊かな地域づくりに寄与する。 

 

２ 主 催  宮城県教育委員会 

 
３ 共 催  気仙沼市教育委員会，南三陸町教育委員会 
       気仙沼・本吉地方子ども会育成会連絡会 
 
４ 主 管  「南三陸地方青年文化祭２０１７」実行委員会 
 
５ 協 賛  富士ゼロックス北日本株式会社 
 
６ 日 時  平成２９年１１月１２日（日） １０：００～１２：３０ 
 
７ 会 場  気仙沼市本吉総合体育館 
       （気仙沼市本吉町津谷新明戸１３６   ℡0226-42-3111） 
 
８ 内 容 

（１）管内ジュニア・リーダー団体による各種コーナー（ブースの設置） 
（２）気仙沼市レクリエーション協会によるレクリエーションコーナー 
（３）ちびっ子コーナーなど地域青年とジュニア・リーダー共同企画コーナー 
（４）管内各高校サークルによるコーナー 
（５）管内高校芸術文化部・サークルの作品展示コーナー 
（６）地域青少年の文化作品のコーナー 
（７）写真展等 

   
９ 参加者への連絡事項 

（１）参加対象・・・小・中学生（保護者も参加可）, 幼児は保護者同伴の場合参加可 
（２）参加申込・・・事前申込不要。入場･退場自由(参加費無料) 
（３）持 ち 物・・・上靴と外靴を入れる袋を持参。 
（４）行き帰り・・・会場への行き帰りは保護者の責任で行う。 
（５）駐 車 場・・・本吉総合体育館（本吉総合支所駐車場も利用可能・申請予定） 

          
10 実行委員会 

実行委員会は，管内の青年活動に携わる青年，ジュニア・リーダー経験者等の青
年及び各市町教育委員会青少年教育担当者，気仙沼教育事務所担当者で組織する。 

 
11 問合せ先 

気仙沼教育事務所教育班 社会教育担当 電話０２２６(２４)２５７２ 

教育長一般事務報告第４号資料 
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第１２回気仙沼市家庭教育大会・気仙沼市ＰＴＡ連合会地区セミナーについて 

 

１ 名 称  第１２回気仙沼市家庭教育大会・気仙沼市ＰＴＡ連合会地区セミナー 

 

２ ｽﾛｰｶﾞﾝ  「子どもが道拓く 家庭・地域づくり」 

 

３ 趣 旨   東日本大震災は，子どもたちの生活，そして，心の在り様に大きな影響

を与えた。震災後６年半余が経過し，街の復旧・復興とともに家庭・地域

も落ち着きを取り戻しつつある中，子どもたちは震災をばねとし，自己の

未来と街づくりを思い描きながら生活している。 

こうした中で大事なことは，私たちが次代の担い手である子どもたちの

人権を護り，健やかな成長を期し力を尽くすことであるが，このことは，

子どもたちの生活の場である家庭・地域について改めて考えることでもあ

る。子どもたちが復旧・復興の真っ只中で安心感をもって思いや夢の実現

に向けて学び，道を拓いていく，その後押し・支えとなるような「明るく 楽

しい 家庭づくり」・「明るく 住みよい 地域づくり」を推進しようとするも

のである。 

また，今年度は，記念講演を気仙沼市ＰＴＡ連合会と共催事業とし，青

少年の健全育成活動を推進するものとする。 

 

４ 主 催  気仙沼市教育委員会／気仙沼市青少年育成協議会／気仙沼市ＰＴＡ連合会 

南三陸人権啓発活動地域ネットワーク協議会 

 

５ 日 時  平成２９年１２月１０日（日）１３：１５～１５：４０（受付 12：45～） 

 

６ 会 場  はまなすホール（気仙沼市本吉町津谷新明戸１３６  42-2210） 

 

７ 参加費  無 料 

 

８ 対象者  ・気仙沼市内青少年育成協力機関・団体 

・幼稚園・保育所の保護者の方々と先生方 

・気仙沼市内小・中・高等学校の保護者の方々と先生方 

・家庭教育や青少年の健全育成に関心のある方々 

・市民の方々 

 

９ プログラム (1) 青少年健全育成文集｢燈火｣表彰式並びに代表者朗読（13：30～14：00） 

・小学生３名 中学生３名  

(2) 記念講演  （14：10～15：30） 

・講師紹介 気仙沼市 PTA 連合会会長 

・演題  「情報化社会における親と子どもたち」 

～家庭・地域で考える～ 

・講師  幸島 美智子 氏  （子育てアドバイザー） 

教育長一般事務報告第５号資料 
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